※

広報

特に記載のないものは市外局番「06」です。

くらし

令和２年国勢調査
回答はお済みですか？

１１月１日に国民健康保険
被保険者証を更新
新しい保険証（桃色）
を10月中に
転送不要の簡易書留で送付します。
〈次の場合は窓口まで〉
保険証の記載内容に変更がある場合
持ち物 保険証、
印かん

郵便局の保管期限が過ぎた場合
持ち物 「 郵 便 物 等お預かりのお知ら
せ」または本人確認資料（運転
免許証等）、印かん
10月中に届かない場合
持ち物 本人確認資料（運転免許証等）、
印かん
問合せ 保険年金課 2階●
22 番窓口
6694-9956
6692-4423

国勢調査は、日本に
住むすべての人を対象
に、5年ごとに行われる
国 の 最も重 要 な統 計
調査です。
インターネットで 回 答される場 合
は、
ご自宅にお届けしているログイン
ID・アクセスキーで、パソコン・スマホ
から回答してください。
また、
インターネットの環境がない
場合は、紙の調査票に記入して送付
してください。

※今回の調査では、新型コロナウイルス感
染症拡大防止のため、原則調査員によ
る調査票の回収は行いません。
問合せ

33 番窓口
国勢調査住吉区実施本部 3階●
6694-9975
6692-5535

障がい者医療証・こども医療証・
ひとり親家庭医療証の更新
資格要件を満たす人には、
１０月下
旬に新しい医療証を送付します。
（現
在、お持ちの医療証は１１月１日から
使えなくなります。）
障がい者医療証
（旧）
うぐいす色→（新）
オレンジ色
こども医療証…色の変更なし
※有効期限が令和２年１１月１日以降の
医療証は引き続き利用可。

ひとり親家庭医療証
（旧）
あさぎ色→（新）桃色

●

問合せ 保健福祉課 2階 27 番窓口

6694-9859

6694-9692

第２回防災専門会議
とき

10月28日（水）18：30〜20：30

ところ 住吉区役所4階 大会議室

議 題 令和２年度総合防災訓練など
傍聴定員 10名（18：00より会場前にて

先着順で受付）

●

問合せ 地域課 3階 36 番窓口

6694-9734

6692-5535

令和３年４月からの
保育施設利用申込を受付中

住吉区マスコットキャラクター

「すみちゃん」着ぐるみを寄贈いただきました！
寄贈いただいた
「すみちゃん」着ぐるみは、3代目となります。
今後とも、防犯の普及啓発活動など、
さまざまな区政の推進に役立
ててまいります。
寄贈団体

大阪帝塚山ライオンズクラブ

大阪すみのえライオンズクラブ
大阪大和川ライオンズクラブ

※受付時に面接も行います
ので、お子さんと一緒に
お越しください。

●

団体

（実施要項・申込書類は区役
所 で 配 布 するほか 、ホーム
ページに掲載）

★事前に希望する施設への見学をお
願いしていますが、新型コロナウイ
ルス感染症の影響により、見学がで
きない場合があります。各施設へご
確認ください。
★会場ではマスクの着用および検温
にご協力ください。
また体調が優れ
ない場合は、来庁をお控えください。

●

問合せ

6694-9692

●頻繁に発生する動物の鳴き声その他の音

●飼料の残さ又は動物のふん尿その他の汚物の不適切な処理又は放置により
発生する臭気 等

50万円以下の罰金
（法第46条の2）

6694-9973

6685-1271

小学生向けワークショップ
「北前船と住吉大社」無 料

令和２年４月１日において
「恩
給法の公務扶助料」や「戦傷
病者戦没者遺族等援護法の
遺族年金」等を受けていない
人（1名）

11月22日（日）
10：00〜12：00（9：30受付開始）
ところ 住吉武道館・住吉大社
とき

※請求にあたっては、遺族の順位
や範囲が定められています。

請求期限 令和５年３月31日
（金）

●

問合せ 地域課 3階 36 番窓口

6694-9845

6692-5535

住吉消防署からのお知らせ
災害から高齢者を守るために

現在、大阪市内において事故や災
害による死傷者の大半を高齢者が占
めています。
消防局では、高齢者の人を災害か
ら守り、安全・安心な生活を確保する
ため、
リーフレット等を作成しています。

インターネットで検索!!
災害から
高齢者を守る

検索

対 象 小学生とその保護者
定 員 15組30名
（先着順）
申込み 10月12日（月）
〜11月９日（月）

までに窓口・メールにて（参加者
全員の氏名とふりがな・児童の学
年・代表者の電話番号を記入）
問合せ 教育文化課 3階●
34 番窓口
6694-9964
6692-5535

tu0012@city.osaka.lg.jp

聖徳太子ウォーク
日時・集合場所等 全コース9：00〜13：00

●北コース：11月15日（日）

かささぎもりのみや

鵲森宮神社（集合）
〜四天王寺（解散）
●南コース：11月23日（月・祝）
もも が いけ

住吉大社（集合）
〜股ヶ池明神（解散）
ところ 各回500円（資料代、
保険代）
対 象 各回60名
（先着順）
申込み 1 0 月 5 日（ 月 ）
〜1 1 月 1 0 日

（火）
までに往復はがき・メール
にて（ 参 加 者 全 員の氏 名・住
所・代表者の電話番号・参加希
望コースを記入）※1通で2名
まで申込可能・当日消印有効
主 催 NPO法人すみよし歴史案内人の会ほか

6694-6125

お役立ちアプリ
大阪市消防局

AUTUMN FIRE PREVENTION CAMPAGN-

QRコード
ダミー

火災予防運動

個人市・府民税（普通徴収分）第３期分の納期限は11月２日（月）

問合せ

6695-4001

あべの市税事務所

4396-2953

共 催 住吉区役所

ほか

問合せ 天王寺区役所市民協働課

問合せ 住吉消防署地域担当

6695-0119

6685-1282

イ ベ ント

対 象 戦没者の死亡当時の遺族で、

秋の

●

（〒559-0023 住之江区泉１-１-111）

特別弔慰金の請求はお早めに

実施期間
11/❾‐⓯

問合せ 保健福祉課 1階 19 番窓口

園など公共スペースの中から
清掃場所を選択）
対 象 どなたでも
申込み 10月30日
（金）
までに持参・
送付・FAXにて
（区役所や環
境事業センター等で配布中の
参加募集チラシ裏面の申込
書に必要事項を記入）
問合せ 環境局西南環境事業センター

ひとりでも多くの人を災害から守る
ために、積極的にご活用ください。

●周辺住民の日常生活に著しい支障
かつ
●周辺住民の間で共通の認識

告発

ところ 市内全域
（参加者が道路や公

34 番窓口
教育文化課 3階●
６６９４-９７４３ ６６９２-５５３５

問合せ 保健福祉課 2階 26 番窓口

無料

と き 12月１日
（火）
〜12月21日（月）

申込期間 10月１日
（木）
〜11月2日（月）

推薦基準 ①区民が中心となる生涯ス

6692-5535

大阪市一斉清掃
クリーンＵＰ 作戦

対 象 優先利用の推薦を希望する

受付場所 区役所内特設会場
※他市町村の保育所への入所を希望する
場合は、他市町村の受付期間中に●
26 番
窓口へ（10月15日（木）
までは区役所
内特設会場へ）
※途中入所の申込みをしている場合も改
めて申込みが必要

6694-9840

募集

令和３年度「サンエイワーク
住吉スポーツセンター」
優先利用推薦申込

「動物の愛護及び管理に関する法律」
に基づく指導フロー

命令

様

申込み ●
34 番窓口に申込書類を提出

住吉区では、
はと・からす等への餌やりについて、
これまで令和元年12
月に改正された
「廃棄物に関する条例」
に基づき、関係局と連携して指導
を行ってきました。
このたび、令和2年6月にいわゆる
「動物愛護法」が改正施行されたこと
に伴い、はと・からす等への餌やりなどによって周辺住民の日常生活に著
しい支障が出ており、かつ周辺住民の間で共通の認識となっている場合、
市から改善命令を行うことができるようになりました。
（改善命令に従わな
かった場合は、最大50万円の罰金になる可能性があります。）
今後は必要に応じ、同法に基づいた指導等を実施していきます。

勧告

様

問合せ 地域課 3階 36 番窓口

平日9：00〜17：30

住吉区のはと・からす等への餌やりに対する対応について

指導
助言

様

ポーツの催し
②区民の生涯スポーツへの
意識向上の一助となる区への
貢献が見込まれる催し など

受付期間 10月15日
（木）
まで

6694-9857

2020年（令和2年）10月号 No.293

シティ・プロモーション室

（〒543-8501 天王寺区真法院町20-33）

6774-9734

6774-9692
ti0010@city.osaka.lg.jp

個人市民税担当

4396-2905
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